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<書評>

W. B. ウオルフ著，日本ノくーナード協会訳

「パ)ナード経営学入門」

191 (60?) 

真野 惰

C. 1.パーナードの理論に対する評価は，年ごとに高まってきている。し

かし彼の主著 (TheFunctions of The Executive 1938……以下 Functions

と略称する〉や論文は，彼自身が認めているように極めて難解であり，容易

にその意図する処を完全に把握することを許さない。従って，その論述の内

容や意味するものに対する研究者の理解は，屡々論者相互に相反するものを

生み出す結果を生じている。

ところで，バーナードの言わんとするものを把握する方法としては，一貫

して抽象的記述で貫かれている彼の主著や論文を，現.実の経営の諸問題と照

し合わせて，具体的問題とかかわらしめながら読んで行く方法が先ず考えら

れる。しかしそうしたし、わば正攻法とでもいうべき方法以外に，彼の直接的

執筆過程を振り返る事，具体的には，彼の繰返し修正した下書きの原稿や，

執筆に関係する手紙やノートに当って，その思考の修正の跡をたどり，その

意図を押しはかる方法が考えられる。更にまたバーナードの歩んできた人生

の過程を振り返る事により，それぞれの発想や記述を，そうした経歴と結び

合わせて理解しようとする思考方法が併せて考えられる。これ等の研究方法

は，いずれも有益で必要なものである。

こうした方法の内，最初のいわば正攻法とでもいわれる方法を除く 2方法

のうち，前者の方法は，最近わが国の飯野春樹教援によって，精力的に行わ

れてきており，その研究成果の幾つかは，既にわれわれに貴重な共通財産と

して提示されてきている事は周知の通りである。

これに対し，後者の研究方法は従来からコーネノレ大学の W.B.ウォノレフ
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(wolf)教援によって行われてきている。救援は，早くからバーナードの学

説の重要性に気付き， 1961fj""には，経営学会でのバーナードの特別講演を企

画しながら，ノミーナードの都合で果さず，代りに白からバーナードに面接し

て 2日聞にわたってその対談をテープ。に収めた人で、ある。因みに，その 2

カ月後にバーナードはこの世を去っている。その後も教援は，一貫してバー

ナードの生涯と業績を調べてきており，その面よりする一連のバーナードの

研究論文を発表してきておられる。われわれは，飯野教授の努力により既に

その幾っかを日本語で読んできている。

教授がこの度出版され，日本バーナード協会の会員によって翻訳された

「バーナード経営学入門，その人と学説(原名 TheBasic Barnard， An In 

troduction to Chester 1. Barnard and His Theories of Organization and 

t1anagernent， 1974)夕、、イヤモンド社」も，そうした一連の研究の上に纏めら

れた文字通りのバーナード理解への入門書，案内書である。

この本は，出版されると同時に飯野教援による書評が行われている。(組織

科学， Vo1. 8. No. 3. 1974. 65-'-67頁〉教援は，米国におけるバーナード研

究の内でのウォノレフ教援の占める位置から説き起こされて，本書の内容を簡

潔に紹介されている。そして，ウォノレフ教授にあっても，米国の他の研究者

と同様に，協働システムと組織との区別が，1本書でも何ら言及されていない」

点を指摘されると共に，[組織経済についてはほとんど言及されていないのは

残念で、ある」とも述べて居られる。ただしかし，教援自身が述べて居られる

ように，書評は，紙面の制約から余りにも簡略なものに留めざるを得なかっ

たのは，誠に残念である。従って，ここに改めて本書を取り上げて，筆者の

見解を述べたいと思う。

ウォルフ教援は，まずその序論において，パーナードは「管理研究のため

の論理的枠組を提供しようとして(同書27頁)J哲学的なアプローチを行った。

そして「彼はそこで用語が厳密に定義され，諸概念が現実的に分析されてい

るような概念的枠組みを展開した(同28頁)Jと述べ，バーナードが組織及び

管理の研究に寄与した点を 7つ指摘している。
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1. 組織の全体論的性質 (holisticnatur日〉を強識し，システム概怠と関係

づけた0

2. 綴畿の券公式的側簡の役製ι注目した。

3. 公式組織の一般的定義宏明確に叙述した。

4. 管理機援の本憶に演する した。

5. 意思決定通毅を，組織と管理の重要な側閣として強識した0

6. 領人的な決掘における非議程的思考過程に筏拐した。

7. コミュよユケー γ 誼ン・システムとしての管淑組識に焦点を当てた。

次いで，第 2主主の「パーナ…ド小依Jにおいて， ウォノレフ教授は，パ…ナ

ードの生i援の主要な点を紹介している。それは質素ではあったが独立精神に

で知的で温かな祖父の家で予寄った幼少の壌から，闘いて自活しながら

った高校から大学にいたる学生時代，次いで，ベノレ電話会誌に1909年，初佐

絵丹50ドノレの統計係として就職してから，ニュ…ジャ…ジー・ベ

の社炎になるまでの経歴を紹介してし、る。更に，会社以外での各種の公的機

f経蛍者の役割jの執筆をめぐるへンダーソンとの

し合い等をも紹介している。こうした簡の紹介会通じて，バーナ…ドの怒、

当診が形成されて行く過殺がよく儲かれており，ウォルブ救援に

い得る紹介である。われわれは，示この殺を読む事ーにより，バーナ…ドの f社

会総合の専門化」の概念や公式組織の経緯の必要性Jr専門化j

の資質Jr'瀧徳性Jr管理者教育J 設をJ といったf疫の理論の中核を成す諸

出されて来る蒸競を具体的に知る事が出来る O この第 2訟は，本

と晃る事も出来る。

「バ…ナー}ごの哲学と思考過程jは，バーナードの気紫や一般的J忠

明らかにして，彼の業績を王禁解する為の枠緩みの護散を行おうとし

ているo ウォノレブ教授は，バーナ…ドの ，個々の人認を独自の

したものと看散し多額々の八聞の隣に意見の相違の在る事を

..;その謁和やパランスの維持を障る

(humanitic positio叫に立っていると

るという

L 、る。 しカミし
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問時に彼が徹底した経験主義者であり，科学に一三誌の限界がある

言十数1t.の限界令指摘し，直線やノウハウの重要性に注到してL、た点主f強調す、

るO 彼によれば総織についての研究の基礎には，システム特にオープン・シ

ステムの概;急がl置かれており J問題解決における単.純な菌果関係的推論の限

界宏指檎し，全体は部分の総計以上のものである察手一部分をど変イじさせる

は，相互作用安変化させる撃であり，諮って念体としてのシステムを変化さ

せるものである事である……〈そして設は〉・・…・組織を入荷と閉じようにパ

ラソスを求めるシステムと見ており，システムは動的均衡な経持でする為の内

幹及び外隣諸力に応じて適応する O このパランスは常に変化しているので，

変イじをもたらす諮カの積立作用は，通常いつも変っている([司蕎il11真)Jと

いう基本蔀認識に立っている事を指擁している。従って「管理者の緒戦能が，

全体としての組織どそれに際連ーする全体措抗女惑得する事が必援である〔同

として，斑綴の議要性の指摘が行われている事を述べてし、る。

そして，バーナードの分析の枠組の特長は，分析な鱗練する為に荷J隊性思

考を使用しており，その基礎は，偶人主義と全体主義の対比と調和に寵かれ

ており，そのよに哲人と組織，非公式組織と公式組織，庶応部行動と決定的

行動，能率と有効!性等々の対立的分析が行われ，ノミラ γスの取れた晃方合導

き出しているとせられている。そうしたバーナードの忠告号、の窮極的犯は，教

授によれば，個人と人類の湾者に科益をもたらす方法の探究であった

られている。

第 4章の「公式組織の級念」において，ウォ/レブ教援は，バーナードの

「経営者の設割Jが警察かれた罰的が，管理者の毒素能を，組織の構造ならびに

動態的特性に結びつけて記述する事にあった点を指橋し，まず公式組織を

「ニ人ないしはそれ以上の人々の議議的に課整dれた鰭活動のシステムjと

し，その定畿のよに構築されたバーナ…ドの公式組縫のi概念、を説明して

いるo 偶人とその一般的特性，調整及びその必:須要件としてのコミュエケー

シ詩 γ，協働的努力を焚献するように人々な動機付ける薬及び設的の翠要性

が説明dれ，複合組識の性紫，そしてよぎ潔者の鰭戦能が，その複合総織の性
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ら発恋する惑を指摘している。また組織の環境の説明有効性と龍率の

権念，非公式総織の機能さとも角平税している。

次いで，第 5経の「公式起識の諸側聞Jにおいて泣き「公式組織は多くの観

点から研究が可能で、あるく間警察143玄として，バーナードが思いた「公式

組織の研究視角」として z 専門化，誘因， ，権威，意思決定，ステイタス・シ

ステム，道絵;の各務素が指摘出来るとして，そのJそれぞれについてのバーナ

ードの論述を解説している O 特にヌド章におし、ては，権威の問題にからめて，

また次寧においては却に一節な設けて，愛任の問題を取り上げ，自からパー

ナードと才?っ

“ト分でおったと

ら

おける霊童任詞題におけるバーナード

後にパーナードが主警における り扱い方が不

(Functionsの日本語腹への序文〕ともか

るといえよう。

第 6.掌は，r管煙者の務職議Jと題して，以上の公式組織の理論及び、鑑識の

る分軒から当然に生じる管理者の職能を解説している。即ちそ

れは，コミュニケ…ショ γ ・-l?:ンタ…としての稜接であり，コミュニケージ

ン・システムを経持する事，必嬰不可欠な努力会維持する事，耳的を定式

化し規定する事であり，更にそうした職能をど果す為に管理殺は道議釣衝突の

処理念行う能力を有してし、なければ、ならない事が強調せられている。

義章から第 6主主にかけては，主務の「経営者の投鰐Jを中心に論文集の

f親織と管理jその他の諸論文や， ウォノレブ教援白から訳銭ð~'Lたノミ{ナー

ドの対話テープセ用いて，パーナ…ド環論の要点~的確につかみ，第 3

提示した枠組みのょに，よく整疎解説が行まつれており，入門書として必読の

奮としての地伎をと有レ口、る。

る においては， マサチ払セッツ大学のオディ

オン (GeorgeOdiorne)兵によって行われている。 (TheJournal of Busi-

ness， Vol， 29. No， 1. 1976. pp， 111-113.)彼はウォノレア教援がパ…ナー

}ご より，そ ヲハ…ナードとの対話な行ってき

を高く買い，そ バーナード研究家に優れたパ
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ナード潔諭のアウトラインを与える本として本書合紹介している。そして，

ウォノレプ教授が虫記作家に有り欝ちな不当にパーナ… iごを高く桝価するよう

もなく公平に詳盟主f行い，ノミーナードの特長を徹践した抽象化と

な問題思考の方法を採用し，今日の行動科学者に晃られる研究方法を現に採

用していた点が披摘されていると述べている。この評価は，妥当なものと

い得ょう O

ただしかし，同じバーナ…ド理論の研究な行っている者の一人としての立

場からは，最後に上述のウォノレフ教授のバーナード理論の解釈従ってその結

介について若千の疑間合提示しておきたい。

まず教授も認めておられるように，パ…ナードにおいて，1百的は公式組織

るく問書146頁)J中心的室主務性を持った要紫であり，一

「管漣職能とは，組織の永続と維持を図ろうとする専門化された活畿である

以上，管理組織従って管理衰のき的は，公式組織の永続と維

持を悶る処にある。そして，それは，バーナードによってf組織の利益(good

of org設工lIzatIon)Jとしづ簸念で呼ばれているものな追求する事によっ

れる事は，ウォルフ教援も認められている処である〈詩書159頁， 181頁〉。そ

して，それはウォノレブ教援も指摘されるように，管理者によって全体として

の組織とそれに罷速する全体情読を惑得しそこから f惑じ取られるもの

く湾議169頁貰175頁， 211夏目である。

確かにパーナードは，[組織の粍主主 iが具体的に知を意味?るかな臨接の懇

では設拐していなし、。しかしバーナ…ドの灘解によれば，級織は人々の貢献

活動や諸カの体系なのであり，組織な維持する為には，人々からそうした素

継続的に確保して行く事が必重要で、ある。その確保は，人々に

誘菌として各識の効用を説日分する事によって行われる訳であり，組織は，

勝閣の擦を人々の賞献宥為や諸カな結合する事によって白から生み出す効用

いる。パ…ナードは，この総識が生み出す効用を議織効用として提

え，その土軽減合組織経済の問題として捉えている (Functionspp. 240-246， 

280)。槌って， [組織の矛Ij誌Jとは，互にこの了組織経済の均衡」を意味する
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ものと きであるO そしてそれは2 億人経済， 物的経済の 3

つの経済の組み合わ伎の上に主主じるもの切であり， ょっ

て始めてこれを感得し得るに過ぎないものである O

しかし同時応バーナードは， 1組織経済の唯一の計算書は，成功か失敗かで

したものであり，その経済の唯一の分析は，認識における意思決定の分

析で、ある (Functionsp. 244) Jと述べている。

もし組織の目的なこのように理解するならば，援の組織を構成する

の分析は，議織が組織経済の均衡を隷持ーするのに必要な意思決定に関係する

となり， の第 3部の専門化， ，権威，慈恵決誌の環境，

機会主義の王議論がそうした諮要素として取りょげられる事となっていると解

せられる。汁だし後は，道徳的{側罷の問題は，総て最後の第17設で纏め

じようとした為に，道徳的側聞の問揺は第 3部から翁、略され，またステイタ

ス・システムは，彼自身も潟水語寂への序文で述べているように，

いた時には気付かず、にいたのである。

提ってウ庁ノレブ教援が2 ノミーナ…ドの主ミ安の第 3部の解説に当って教授の

の第 3議了公式組織の諸鱒顕jで，ステイタス・システム(ただし，ステ

ィタス・システム られる分裂部な額舟という部分は議く〉と組織道徳之ど

含めて解説せられているの拭一応妥当なものという事が出来よう。

だがしかし，欝 5主主で，専門イL 綾部，権威，語;芝、決定歩ステイタス・シ

ステム，組織道徳の各事5・素を取りょげるに際して，1公式組織は多くの観点か

ら研究が可能である〈向書143資)Jと述べて，こうした色々の観点からの研

究を「総合すると，組識とはi可か，またそれが持つ一般説特機とは如何なる

ものかを理解し得る〈馬上)Jと述べて語られ，単に組織の投繋をよりよく明

らかにする為に倉任意にこれらの各撃さ索が取りょげられたような説拐をして

おられるのは，いささか組織目的に対する理解に欠けた解説ではないであろ

うか。ここに取り上げられた諮繋索はJ経験の利益J7う芳三「組織経済の均衡J

を達成する為の意思決定過程の分析に不可欠の組織の構成要素なのであり，

単に組織の性絡な明らかに、ずる為の分;析の筏点として取りょげられたもので
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はないと考えられるのである。従って，その意味からも，第 5主主の表題は，

r Aspects of Organizationj とするよりも，バーナードの用いた第 3部の名

称 rTheElements of Formal Organizationsj の方がより適切であったと

考えられる。

そしてウォノレフ教授が第 6章で管理者の職能を論じていられるが，それは

バーナードの主著の第 4部に相当する事となる訳であるから，管理組織の動

態的過程が取り上げられる事となる。従って，ステイタス・システムにおけ

る分裂的な傾向の部分は，ここで解説されるべき問題と言い得ょう。

結局組織経済の概念を，バーナード理論の何処に位置付けるかが理論内容

の解説の体系への疑問と結びついてくる訳である。

パーナード理論の解明は，まだまだ完全な処まで、は行っていない。ウ 1ノレ

フ教授自身，この本が「ノミーナードの原典を読むことのかわりには決してな

らない(同書14頁)jと述べて居られる。

ウォノレフ教援によるこの優れた入門書が，多くの人々に読まれる事により，

ノミーナードへの理解の一層の深まりと内在的で、生産的な論議が更に行われて

行く事を望みたし、と思う。




